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　清河八郎顕彰会が主催。八郎が数え18歳の時に単身江
戸に向かった、肝煎集落から添川集落に抜ける回天の道
トレッキングに、リピーターを含め21人が参加しました。

第15回歩いて楽しむ
回天の道と清川歴史の旅10/16

　きのこを熟知した名人と共に、紅葉が美しい月山
の山歩きとプレミアムなきのこ探しで非日常を体験。
時間も忘れ山の宝探しに没頭していました。

10/22 きのことりハイキング＆秋空クッキング

　笠山野球場で、庄内少年野球クラブと立川・余目
両野球スポーツ少年団選抜チームが対戦。中学生と
小学生が交流し、鼓舞し合いながら試合に挑みました。

10/16 庄内町野球スポ少・
中学生交流戦

　風車村エコランド実行委員会手作りによる、庄内
平野の礎をなす一大事業となった北楯大堰が無事完
成するまでの紙芝居が初公開されました。

手作りの紙芝居を初公開！
「北楯大堰」を歩く会10/16

乳幼児の新型コロナウイルスワクチン接種が始まります　問合せ：保健福祉課健康推進係☎0234-42-0176

▲LINE▲Twitter ▲Facebook▲町HP

町からの旬な情報を
掲載しています

町公式SNSをご利用ください

★�このほかにも、町ホームページの「しょうない写真館」に町の話題を掲載しています。ぜひご覧ください！➡

●対象：生後６カ月から４歳までの乳幼児
●接種間隔：

●予約方法：接種を希望する保護者の方は、町公式LINEまたはコールセンター（☎0120-414-170）から
　予約してください。

いちご一会とちぎ国体2022
出場選手紹介祝

山形中央高等学校
髙橋陽太さん（上朝丸）佐藤二千翔さん（東一番町） 長谷部達也さん（古関）

庄内総合高等学校

峯田　宙さん（東根市）
浅岡　光さん（上山市）
新関愛翔さん（酒田市）
新妻暖大さん（福島県）

体操競技　少年男子

相撲　成年男子 バレーボール６人制
少年男子

ウエイトリフティング
成年男子

※�県代表選手として、５人
の団体でチームを組み出
場しました。峯田宙さん峯田宙さん 他校生徒他校生徒 浅岡光さん浅岡光さん 新関愛翔さん新関愛翔さん 新妻暖大さん新妻暖大さん

３週間
１回目 ２回目 ３回目

８週間

【集団接種】
●対象：主に３～４歳児
●場所：平田農村環境改善センター
●日程：１回目�12/25㈰、2回目�1/15㈰、３回目�3/12㈰

【個別接種】
●対象：主に３歳未満
●場所：酒田市内の小児医療機関５か所
※詳しくはLINEの予約画面から確認ください。

【注意】
インフルエンザ以外の予防接種とは、
２週間の接種間隔が必要ですのでご注意ください。



新型コロナウイルスの影響により中止や延期になる場合があります。各種事業の参加に
あたっては十分な配慮をしていただくとともに、事前に主催者に可否の確認をしてください。くらしの情報

庄内町
からのお知らせ

地域おこし協力隊活動報告会

　町で活動する５人の地域おこし協力隊が、町民のみなさんに活動内容や
成果を報告します。
●日時：12/2㈮ 18:30～20:00　●場所：余目第四まちづくりセンター
●費用：無料　●申込期限：11/25㈮
※オンラインでの参加を希望する方は申込時にお知らせください。
■ 問・申込み：企画情報課まちづくり係☎0234-42-0162

「花のまちづくり事業」
参加団体を募集します

　令和５年度も、町内の公衆の目
に触れる街路、交通島、花壇、プ
ランターなどを花で装飾し、花の
まちづくりに参画する団体などへ
花苗を配付する予定です。花苗を
希望する団体は11月30日㈬まで
問合せください。
● 条件：①公共性の高い場所（道

路沿いの花壇、交通島、公民館
敷地など）に植栽するもの

　 ②水やり、除草などの植栽管理
を、秋まで実施すること

●負担金：
　自治会、老人クラブなど…無料
　事業所…花苗代金の半額
　（令和４年度は１本55円）
● 花苗の種類：ベゴニア（赤・ピン

ク・白）、マリーゴールド（赤・
黄・オレンジ）、サルビア（赤・
青）、ペチュニア（青・ピンク・
白）、メランポジウム（黄）

● 今後の予定：
　令和５年４月上旬（肥料配付）
　令和５年５月下旬（花苗配付）
● その他：花苗の数に限りがある

ため、配付する本数は要相談と
なります。

※ 昨年度参加団体には、個別に要
望調査を行っています。

■ 問・申込み：企画情報課まちづ
くり係☎0234-42-0162

今年度の健診はお済みですか？

　生活習慣病やがんは、自覚症状がないことが多く、気付かないうちに病
気が進行することがあります。まだ特定健診・がん検診を受けていない方
は、この機会を利用して健康状態をチェックしましょう。
＜集団健診＞　受付時間／7:30～9:30
●日時・場所：
12/5㈪ 狩川まちづくりセンター 12/6㈫ 余目第四まちづくりセンター
12/7㈬ 余目第三まちづくりセンター 12/8㈭ 余目第二まちづくりセンター
12/9㈮ 余目第一まちづくりセンター
＜庄内検診センター人間ドック＞
●日時：12/12㈪、12/13㈫　受付時間／8:20～9:20
　※男女混合日のため、内科診察が午後になります。
●場所：庄内検診センター（酒田市）
　※送迎車を希望する方は、健診日の３日前まで庄内検診センター
　（☎0234-26-1882）に申込みをしてください。
＜医療機関人間ドック＞
●受診期間：１月末まで
※�医療機関人間ドックを申込みされた方には、町から「医療機関人間ドッ
ク受診決定通知書」を送付しています。医療機関に健診日の予約をする
と、医療機関から問診票などが届きます。

＜子宮頸がん検診・乳がん検診＞
●受診期間：個別検診（委託医療機関）は3/17㈮まで
　　　　　　※期間の終了頃は混み合います。早めに受けましょう。
　　　　　　集団検診（庄内検診センター）12/9㈮　受付時間／12:00～12:30
■問合せ：保健福祉課健康推進係☎0234-43-0817

余目保育園園開放

　詳しくはHPをご覧ください。
※事前申込みが必要です。
●日時：12/5㈪～12/8㈭
　　　　9:50～10:50
● 対象：０歳から満４歳までの未

就園児と保護者
■ 問・申込み：（福）和心 余目保育

園☎0234-43-2308

80歳以上（昭和17年12月31日以前生まれ）で
自分の歯を20本以上もつ元気な方々を表彰！8020は

ち
ま
る

は
ち
ま
る

に
い
ま
る

に
い
ま
る

運
動

■問合せ：保健福祉課健康推進係☎0234-42-0170

大人の映画会

「次郎物語」（110分）
～�九州・佐賀を舞台にした、親子
の心の通い合いを描いた作品～

●出演：加藤剛、高橋恵子、
　　　　伊勢将人　ほか
●日時：11/25㈮
　　　　①9:30～②13:30～
●場所：
　余目第一まちづくりセンター
●定員：各50人（予約制）
●費用：無料
■�問・申込み：余目第一まちづく

りセンター☎0234-42-2019

まちづくりセンター
からのお知らせ

第16回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト決勝大会

　つや姫や雪若丸、はえぬき、コシヒカリなどおいしい米のルーツである「亀ノ尾」「森多早生」発祥の地として、
消費者の求める安全安心でおいしい米づくりを全国に情報発信するコンテストです。
　全国の自慢の米500点を全国の予選審査員が実際に食べ比べ、高い評価を得た各部門上位の米計30点が決勝大会
に登場。農業関係機関や食味のプロ、販売店、高校生、一般公募など、16人の決勝審査員による実食審査で「日本
一おいしい米」が決定します。
●日時：11/26㈯ 10:00～15:30 
●場所：余目第四まちづくりセンター
●内容：決勝審査（メジャー部門、プレミアム部門、高校生部門）
一般の方の入場はできません
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、来場者を制限しての開催
となります。なお、審査結果は随時町HPにてお知らせします。
　また、コンテストの模様は、町公式YouTubeアカウントにてライブ配信す
る予定です。（通信環境などにより配信できない場合があります）
■�問合せ：あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト実行委員会事務局
　　　　　（農林課農産係内）☎0234-42-0178または☎0234-42-0169

※ 鶴岡地区歯科医師会独自の取組みとして、長年「8020よい歯の長寿賞」を表彰しています。昨年より
庄内町と三川町も対象に加わり、今年も多くの方が受賞されました。

▶町の歯医者さん（鶴岡地区歯科医師会所属）による、8020達成のためのコツ
　歯が多くあると健康長寿に繋がります。歯を失う２大原因は「歯周病」と「むし歯」です。
原因は「磨き残し」と「日々の生活習慣」。対策として「毎日の歯磨きなどのお手入れ」と「幼
少期からの定期検診」により、歯磨きチェックと早期発見・早期治療をしましょう。
　さらに唾液をたくさん出すよう、口を大きく動かして、噛む回数を増やしましょう。

▶受賞者の声

菅井　洋子さん

　歯は抜けたらもう生えてこないという気持ちで大事にしています。
　メンテナンスが大事で、３～４カ月に１回は歯医者に行っていますし、「あれ」と思
ったらすぐに受診し、早期発見・早期治療に努めています。
【かかりつけ歯医者さんの選び方は？】自宅からでも職場からでも通いやすいところ。
すぐに抜歯をせず、現存する歯を大事にしてくれる歯医者さんです。

※県歯科医師会または鶴岡地区歯科医師会�主催

《県・鶴岡地区歯科医師会両方受賞》
　齋藤　耕治さん（新　町）　加藤　和子さん（東興野）　齋藤　文江さん（今　岡）　加藤　賢二さん（今　岡）
　小野寺勘一さん（上　幅）　長南　　行さん（上　幅）　國分　美子さん（上　幅）　本間　敏子さん（三ヶ沢）
　菅井　洋子さん（上朝丸）　佐藤　　寛さん（廿六木）　奥泉　幸雄さん（南　野）　大滝佐登志さん（古　関）
　上林多美子さん（大真木）　上野マサミさん（吉　方）
《鶴岡地区歯科医師会のみの受賞》
　小松　　公さん（猿田町）　齋藤　享子さん（下朝丸）　阿部　正吉さん（東一番町）　阿部惠美子さん（東一番町）
　齋藤　正子さん（上朝丸）　斎藤　キヨさん（上朝丸）　齋藤　繁子さん（茶屋町）　佐藤　一郎さん（平　岡）
　上野　　博さん（吉　方）
《県歯科医師会のみの受賞》佐藤　長輔さん（上堀野）※広報掲載に同意を得られた方のみ紹介しています

 【庄内町の受賞者のみなさん】
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新型コロナウイルスの影響により中止や延期になる場合があります。各種事業の参加に
あたっては十分な配慮をしていただくとともに、事前に主催者に可否の確認をしてください。くらしの情報

国・県・市町村
からのお知らせ

各種団体
からのお知らせ

第16回活き粋き歌声喫茶の会

●日時：11/25㈮ 19:00～
●場所：
　余目第二まちづくりセンター
●費用：１人500円
■ 問合せ：活き粋き歌声喫茶の会

事務局☎090-5835-2773

余目吹奏楽愛好会　20周年記念
ファミリーコンサート

●日時：11/20㈰ 14:00～
●場所：響ホール
● 曲目：2022年課題曲、ブルー・ス

プリング、クラリネットとピアノ
による演奏、トトロメドレー ほか

●司会：㈱テレビユー山形
　　　　渡部有さん
●費用：無料
■ 問合せ：余目吹奏楽愛好会
　代表 阿部☎090-7930-4090

弁護士によるB型肝炎特措法
無料相談会

【鶴岡会場】
●日時：12/3㈯ 13:30～15:00
●場所：庄内産業振興センター
【酒田会場】
●日時：3/18㈯ 13:30～15:00
●場所：酒田市中央公民館
【共通事項】
● 対象：集団予防接種でB型肝炎

になった人とその家族※事前予
約優先。当日会場での申込み可。

■ 問・申込み：全国B型肝炎訴訟
新潟・山形・福島事務所

　☎025-223-1130

有
料
広
告

◆ご葬儀会場、お斎会場、控室など館内の施設をご案内いたします。

◆ご葬儀についてご相談させていただき、無料でお見積もりも承ります。

◆オリジナルスイーツとお飲み物をご用意してお待ちしております。

◆イベントご来場のうえ、アークベル会員にご入会いただいた方に
　焼菓子のプレゼントがございます。

会場見学相談会会場見学相談会 12月3日㈯
10：00～13：00

セレモニーホール庄内 庄内町余目字土堤下37番地1
お問合せ☎0120-247633

【ご予約者優先】

ご葬儀の事前相談をする方が増えてきています。
お気軽にお問い合わせください。

応急手当講習会
（普通救命講習Ⅲ）

●日時：12/11㈰ 9:30～12:30
　　　　受付 9:15～
●場所：
　酒田地区広域行政組合消防本部
●定員：先着30人
● 内容：心肺蘇生法（主に小児、

乳児、新生児を対象）、AED
の使い方、異物除去、大出血時
の止血法

●講師：応急手当指導員
●費用：無料
● 持ち物：マスク、機材消毒用タ

オル、筆記用具、動きやすい服
装、新型コロナウイルス感染症
に関するチェック票

●�申込方法：申込書を最寄りの消
防署へ提出してください。

　※ 申込書と新型コロナウイルス
感染症に関するチェック票は、
酒田地区広域行政組合消防本
部HPまたは、最寄りの消防
署にあります。

●申込期限：12/2㈮
■ 問合せ：酒田地区広域行政組合消

防本部救急課☎0234-31-7156

鶴岡税務署からのお知らせ

【インボイス制度説明会・
　登録申請相談会】
●日時：11/22㈫、12/12㈪
　両日10:00～12:00、
　13:30～15:30の２回開催
●場所：鶴岡第２地方合同庁舎
●定員：各回先着12人
■ 問・申込み：鶴岡税務署法人課

税部門☎0235-22-1812

【所得税の予定納税（第２期分）
　の納期限は11月30日㈬です】
　通知書が送られている方は、期
限内に納付してください。口座振
替をご利用の方は、前日までに口
座残高の確認をしてください。

【 納税証明書のオンライン請求を
ぜひご利用ください】

　スマホやパソコンから、納税証
明書の請求ができます。待ち時間
の短縮のためにも、また、手数料
も安価（１年度１通370円）です
ので、ぜひご利用ください。

【 税務署での面接による相談は予
約制です】

　あらかじめ電話などで予約して
お越しください。

■ 問合せ：鶴岡税務署☎0235-
22-1401※音声案内「２」選択

エイズ（HIV）特別検査
（無料・匿名検査）

●日時：11/29㈫ 9:20～15:00
　※ HIVを含め、B型肝炎、C型

肝炎、梅毒、性器クラミジア
の検査も受けられます。

●場所：庄内保健所（三川町）
● 予約方法：電話で、性別と年齢

をお伝えください。
※ HIV検査結果は、検査後約１時

間でお知らせします。
※ 毎週火曜日の９:20～12:00は

定期検査を行っています。電話
での事前予約が必要です。

■ 問・予約先：庄内保健所保健企
画課感染症対策担当

　☎0235-66-4920

早期離職防止セミナー

「経営者・人事担当者ミーティング」
●日時：12/1㈭ 13:30～16:30
●場所：庄内産業振興センター
　　　（鶴岡市）
● 対象：庄内地域の企業などの経

営者や人事担当者40人程度
● 内容：講演（講師/社会保険労

務士法人　Nice-One 代表 中
山伸雄氏）、事例紹介

■ 問合せ：鶴岡商工会議所
　　　　　☎0235-24-7711

「食と農のビジネス塾」
一般公開講座

●日時：11/24㈭ 13:30～16:40
●場所：遊佐町生涯学習センター
●�内容：庄内の在来作物について学

ぶ（講師/江頭宏昌氏（農学部））
■ 問・申込み：地域定住農業者育成

コンソーシアム事務局（山形大学
農学部内）☎070-2011-5615

星と音楽のプラネタリウム・クリスマス公開（子ども向け）

● 日時：12/10㈯、12/17㈯、12/24㈯ ①10:00②11:30③13:30④15:00
●場所：鶴岡市中央公民館
●定員：各回先着45人
●対象：子ども（３歳以上高校生未満）とその家族
●�内容：クリスマスの歌やお話、冬の星座紹介など（約30分）
●費用：３歳以上100円、高校生以上200円
●申込開始：11/24㈭～
■問・申込み：鶴岡市中央公民館☎0235-25-1050

相続登記の申請の義務化が
令和６年に施行されます

　「所有者不明土地問題※」を防
ぐための法律が成立し、相続登記
が義務化される新しい制度が令和
６年４月１日からスタートします。
※ 所有者が亡くなったのに相続登

記がされず、登記簿を見ても持
ち主が不明で、復旧・復興事業
や取引が進められないこと

　詳しくは、法務
省HP（右QRコー
ド）または山形地
方法務局HPをご覧
ください。
■ 問合せ：山形地方法務局登記部

門☎023-625-1358
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